
9月 シネスイッチ銀座、シネ・リーブル池袋、恵比寿ガーデンシネマほか全国ロードショー

＊順不同・敬称略

1936年のパリから届いた心あたたまる物語と音楽に絶賛の声！

フ ラ ン ス 大 好 き な 人 の た め の 小 さ な 情 報 誌  
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Une brochure sur la France

今だから伝えたいフランス［サリュ・ラ・フランス］

Théâtreパリの劇場に行こう！
映画「幸せはシャンソニア劇場から」

不況で大変だった戦前のパリが
歴史の中で変わっていく様が見応え

がありました。舞台の裏方達の
心情がとてもよく伝わって、

思いやりとあたたかいものを感じて
最後はとても感動しました。
一見の価値がある映画よ！

歌手　美川憲一

ストーリー、音楽、
多彩な役者陣の演技、

どれをとってもブラボーでした。
それにしても、アコーディオンの
音色はパリの街、人生の機微を

描く際によく合います。
ギタリスト　村治佳織

もしもシャンソニア劇場が
実在していたら、今すぐにでも

フランスへと旅立っている事でしょう。
やさしい時間が流れていました。

ボタンアコーディオニスト
桑山哲也

私にぴったり !! のシネマでした。しばらく巴里へ
もどっていないので、 なおさらパリの香りをかいだようで

感極まりました。もう一度繰り返して見たい !! 
アーチスト　フジコ・ヘミング

巴里の美学がここに今再び。
古き良き時代へのオマージュに

留まらず、現代に必要な
心の豊かさを与えてくれる作品に

感謝します。
シャンソン歌手　佐々木秀実

監督・脚本：クリストフ・バラティエ『コーラス』　製作：ジャック・ペラン『ＷＡＴＡＲＩＤＯＲＩ』、『コーラス』、ニコラ・モヴェルネ　
撮影：トム・スターン　音楽：ラインハルト・ワグナー　作詞：フランク・トマ　出演：ジェラール・ジュニョ『バティニョールおじさん』『コーラス』、

カド・メラッド『コーラス』、クロヴィス・コルニアック、ノラ・アルネゼデール、マクサンス・ペラン『コーラス』
２００８年／フランス・チェコ・ドイツ／ 120 分／シネマスコープ／ドルビーデジタル／カラー／ 35mm ／原題：Faubourg 36 ／
字幕翻訳：丸山垂穂　後援：フランス大使館文化部　協賛：エールフランス航空　協力：ユニフランス／フランス政府観光局

配給：日活　©Cos Aelenei
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素顔のパリ
20区物語

大人の為の大人による
大人の楽しみ
それがパリの劇場なのです

パリでThéâtre（劇場）に行くなら… 
パリには沢山劇場がある。開演が夜８時３０分や９時、時には１０時始まりってのも当たり前。パリっ子みたいに劇場を
楽しむなら、気に入ったポスターが貼ってある劇場に当日飛込みで入ってみよう ！ ポスターがよければ、きっと当たりに
違いない。フランス語がわからなくたって平気。楽しむ気持ちさえあればなんでも楽しいも のだもの。終演後、劇場
近くのカフェで冷たいビールを飲む ！ これぞ大人の楽しみ。（オペラ座は演目が長いから開演時間が比較的早いです）

1

１・パリの真ん中シャトレ広場にあるシャトレ劇場。ダンス、音楽、芝居…。
様々なプログロムが並ぶ。伝説のシャンソン歌手バルバラの最後の
ロングランコンサートもここ。
2・たくさんのアーティスト達がいるパリをモンマルトルから望む。
3・エディット・ピアフが最後のコンサートをしたボビノ劇場。
今はパリの夜の新名所、最先端を行くキャバレーに生まれ変わりました。
4・お芝居やカフェテアトルを見るなら、モンパルナス界隈へ。
終演後に軽くご飯が食べれるところも近くにありますよ ！

Photo :  Harumi DOI
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Théâtre 
劇場へ行こう！
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特別編「幸せはシャンソニア劇場から」
原題 "Faubourg 36" 2008/ フランス・チェコ・ドイツ　配給：日活
公式サイト　http://www.chansonia.jp/

前号でご紹介したこの作品、とうとう公開です。舞台は１９３６年のパリの下町に
ある「シャンソニア劇場」。親子愛、友情、戦争、恋愛そしてサスペンス要素
がノスタルジックなパリと絡み合いキュンとなる作品です。
資金難から閉鎖されてしまった「シャンソニア劇場」を再び蘇えらせようとする、
親子、政治活動家の男、売れないお笑い芸人・・・。劇場再建という夢に向かっ
て進むうちに自分たちの人生も活性化していく、とっても人間くさい愛すべき登場
人物達。父親役の名優ジェラール・ジョニョはそこにいるだけでなんだか目頭が
熱くなってくる。古きよき時代を感じさせるシャンソンは全編書き下ろしで音楽と
ストーリーと映像が織り成す世界は微笑ましく切ない。
ヒロイン役は新進女優ノラ・アルネゼデール。（彼女の歌もなかなかです）
ウテ・レンパーを柔らかくしたようなルックス。スター誕生です！

ⓒCos Aelenei
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「パリでシャンソンを聞きたいんだけどー」。うーん、それって結構悩む質問です。お馴染みのシャンソンをパリっぽい場所
で聞きたいならメトロ６番線乗るのをお薦めします。地上を走る６番線からはエッフェル塔が美しく見える。運がよければベレー
帽をかぶった素敵なパリジャンがアコーディオンを弾きながら「バラ色の人生」を歌ってくれるかも。パリは街が劇場。お気に入
りの街でカフェのテラスでプレッション（生ビール）を飲んでると、素敵なミュージシャンが道でいきなり演奏始めるなんて事も。
最近は、日本にいながらインターネットでフランスのラジオを聞けるから、お気に入りのシャンソン歌手をみつけてその人のコンサート
に合わせて渡仏するっ てのも、ワンランク上のパリのシャンソンの楽しみ方かもね。そうそう、日本のシャンソン歌手の歌も
是非聞いてみてくださいな。個性あふれる素敵な歌声が
たくさんありますよ。

vol.18 パリは劇場

貝山幸子
シャンソン歌手／サリュ・ラ・フランス編集人／
仏蘭西倶楽部主宰
仙台市出身。1993 年単身パリへ。パリでたくま
しく生活をしながら音楽探訪の日々を送る。97
年パリで音楽活動を再開。99 年帰国。超次元音
楽館やカフェコンセールシリーズをプロデュー
スし、日仏で独自の世界を発信する。2003 年に
アルバム“月を噛む”発表（NES18964 2700 円）。
フランス語の“東京ブギ”“蘇州夜曲”は、日仏
で高い評価を受けている。最新アルバム”愛の言
葉”（cos2266 1,890 円）好評発売中 
http://salut-paris.com/

貝山幸子コンサート 思い出の夏 2009
仙台 8 月 29 日（土）モーツアルトカフェ・アトリエ TEL 022-266-5333
広島 9 月 12 日（土）ボーレザン TEL 082-247-5815 
大阪 9 月 13 日（日）カフェミント北梅田店 TEL 06-6374-0265 

演奏・ヴァイオリン 渡辺  剛／ギター 白土、庸介

お問い合わせ・ご予約は各会場へ
詳細は貝山幸子ＨＰ http://salut-paris.com/　  e-mail nfo@salut-paris.com



インタビュー・
仏蘭西倶楽部主宰　貝山幸子

仏蘭西倶楽部
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C h r i s t o p h e  B a r r a t i e r

映画
「幸せはシャンソニア劇場から」
監督クリストフ・バラティエさん シャンソンありきで生まれたという今回の脚本。

どんな音楽を聴いて育ちましたか？
音楽に関して僕は、多分とても変わった趣味だと思う（笑）
変でもないけど、独特かな。小さい頃は、ショパンやモー
ツアルトをよく聴き、ジスカール・デスタンやクロード・フ
ランソワのような極めて大衆的なポップスも聴いていた。今
は 50％はクラシック、残りは映画音楽、ポップス、キュー
バやブラジル音楽などワールドミュージック、それにオペラ
もよく聴くね。

最初に出来上がった音楽を聴いたとき浮かんだ場
面は？
とても見事な音楽だったので、大衆的な町、建築、そして
謙虚でつつましい人物像、人生…僕に多くのポエジー（詩
的な情景）をもたらしてくれたよ。戦前のパリの匂いや時代、
今日のように簡単に移動したり引っ越したりしなかった時代
のモンマルトルとか。昔はすべてが地域の中で完結していた
んだ。そんな情景が思い浮かんだよ。

悲しみからふと笑いが出るシーンが印象的ですが、
悲しみの中にユーモアを織込むことを意識されて
いますか？
僕は、ただ陽気なだけの映画、悲しみだけの映画は好きじゃ
ないんだ。ドラマは波がある方が好きだから、僕は必ず変
化をつける。例えば死別のシーンにも、ほんのわずかな笑
いを織込む。実際、涙も笑いもちょっと似ている。たぶん
ほとんど同じ—感情なんじゃないかな。“Je pleure de lire

（笑いすぎて涙が出る）”という表現があるようにね。涙と
笑いは決して遠くないと思うよ。

1936 年を映画の舞台に選ばれたのはなぜ？
フランスではこの時代はとても象徴的で、例えば労働者た
ち、いわゆる一般大衆がバカンスを謳歌しはじめた頃。「希

望の時代」だった。このすぐ後に第二次世界大戦が起こる
から「はかない希望の時代」だったけどね。時代全体が、
つかの間の大きな喜びの波だった。僕はこの象徴的な時代
の人々の連帯意識や友情に惹かれたんだ。

昔の時代のことはどのように調べたの？
多くは新聞から得た知識。35 〜 37 年の新聞を片っ端から
読んだよ。そのうち当時のパリの日常生活が見えてきた。
本も読むけど、やっぱり新聞は不可欠だね。おかげで、当
時の人々が劇場と映画のどちらを好んで観たか、人気のレス
トランや日常の関心事、ラジオやガソリンの値段、人々が
抱いた夢、希望や困難…色々知ることができた。デコレー
ションは写真を参考にして。アンリ・カルティエ・ブレッソン、
ロベール・ドワノー、ウイリー・ロニスなど、偉大なカメラ
マンの数々の写真が時代をよく伝えてくれているよ。

この街は監督にとって理想のパリのイメージ？
そうだね。映画の中の「下町」は、小高い丘の上にあって
パリ全体を見渡せるから、一応パリ北部に近いけど、どこ
であるかは特定していない。観客がそれぞれ想像できること
が重要だから、名前をつけたくなかった。こうして僕はあえ
て、メニルモンタンとも、ベルヴィルとも、モンマルトルと
も違うけれど、パリを想起させる、詩情あふれる下町をつくっ
たんだ。

パリへの愛着を感じますが、生まれ育った地域は？
これからはどこに住みたいですか？
パリ近郊地域に生まれ育ち、今はパリ中心部にいます。ずっ
とパリで過ごしているから、パリには強い愛着がある。でも
今は商業地区ばかりで、昔の大衆的な町並はほとんど失わ
れてしまったよ。だからいずれは、小さな田舎町に住みたい
なぁ。やっぱり僕はパリの大衆的な色合いの残る場所に惹
かれるね。

2004 年に長編デビュー作 『コーラス』 が世界的大ヒットを記録
した、脚本家＆映画監督のクリストフ・バラティエさん。今回の
インタビューでは最新作『幸せはシャンソニア劇場から』（2009
年 9 月公開予定）にまつわるエピソードを、日本での公開に
先立ってたっぷりと語っていただいた。過密スケジュールの中、
インタビューに応じてくれたバラティエ監督は、圧倒的なカ
リスマ性を放ち時おりおちゃめな一面を覗かせる。
『ニュー・シネマ・パラダイス』で俳優を務めたジャック・

ペラン氏（今回の映画では製作）は、彼の実の叔父さ
んなのだとか。どおりで！端正なルックス、セクシー

な声、理知的な語り口調や彼独自の感性に、私は
すっかり魅了されてしまった。

映画『コーラス』のヒットの後
本当に撮りたいと思う作品しか
撮らないと決め
オファーをすべて断った。
突き動かされるような題材
共感できるキャラクターを探し
オリジナルの脚本で世界を創造しようと
とことん創り込んだんだ！
そうして生まれたのが

『幸せはシャンソニア劇場から』

プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1963 年フランス生まれ。両親共に舞台俳優で、母方の叔父がジャック・
ペランという芸能一家に育つ。パリ・エコール・ノルマル音楽院でクラシッ
ク・ギターを学び、数々の国際コンクールで受賞したミュージシャンでも
ある。91 年にジャック・ペランの製作会社ガラテ・フィルムに入り『リュ
ミエールの子供たち』（95）、『ミクロコスモス』（96）、『キャラバン』（99）、

『WATARIDORI』（01）などを製作補として手がけ、01 年に短編初監督作
品「Les tombales」で注目を集める。04 年の長編デビュー作『コーラス』
は、フランスはもとより、世界的に大ヒットを記録した。© Cos Aelenei
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ＳＨＯＰ　ＰＬＡＣＥ　ＯＰＥＲＡ
プラスオペラ
東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ1 階
 TEL03-5353-0567   営業時間：11:00 〜 19:00
ＬＥ  ＳＡＬＯＮ  ＤＥ　ＭＵＳＥＥ
ミュージアムショップ ルサロン・ドゥ・ミュゼ
神奈川県横浜市中区日本大通り 11
横浜情報文化センター２階ニュースパーク
 TEL045-640-1151   営業時間：10:00 〜 17:30

カンペール陶器日本総代理店 株式会社ミュゼ300 年の伝統を誇るカンペール陶器
フランス西部、ブルターニュ地方のカンペー
ルは、ケルト文化を今に遺す独特な文化で知
られ、300 年以上にわたって一つの文化を形
づくり、ささえてきました。伝統的な手法で
今に続くカンペール陶器は、ブルターニュの
草花や民族衣装をまとった男女などすべて手
描きです。

人と食を結ぶ会員制ネットワークです。シェフを招いての講習会
やイベント、作って楽しむ定期講座や勉強会などを多数開催する
ほか、スイーツ、パンのディプロマ検定を実施。食に興味のある
方なら、どなたでもご入会いただけます。（年会費 3000 円）
URL http://patis-swing.net/ 
〒 153-0053 目黒区五本木 1-40-5
TEL:03-3714-0625  FAX:03-3714-7779
E-mail patis.swing@s7.dion.ne.jp 

パティスガストロノミー協会 

シャンソンとお菓子は似ています。どちらにも物語があり、
時代を受けて生まれ、人々に愛され続けてきました。

シャンソンは「一編の短いドラマである」と言われているように、
恋や人生をテーマにしたストーリー性のある歌詞が多いのが特徴で
す。フランス各地の伝統菓子も物語りがあり美しいあるいは悲しい
説話と共にお菓子は作り継がれてきました。
　今回ご紹介するタルトタタンは、パイ生地の上にキャラメル色に
焼いたリンゴをのせたお菓子です。最近は日本でもよく見かけるよ
うになりましたが、もともとはパリから車で１時間半ほどのソーロー
ニュ地方にあるホテル、その名もホテル・タタンで生まれたもの。
なぜ、ホテルとお菓子が同じ名前なのかというところに物語りがあ
るのです。
　時代は1890年代に遡ります。タタンという名前の姉妹が小さなホ
テルを経営していました。ある時､お客とのおしゃべりに夢中になり、
うっかりデザートを作るのを忘れてしまったことからタルト・タタン・
ストーリーが始まります。
　姉妹の一人が急いでリンゴのタルトを作ろうとしましたが、大失
敗。通常は型に生地を敷いてから、リンゴ、砂糖、バターだけを入
れ焼くのですが、生地を敷き忘れてしまったのです。気付いた時に
はもうリンゴが焼けていたので、仕方なく、リンゴの上から生地を
かぶせてもう一度オーブンへ。焼き上がったところを逆さに盛りつ
けたところ、これが大成功。型の底でお砂糖とバターがふつふつと
煮上がり、リンゴ全体をキャラメル色に焼き上げてくれたのです。
それ以来､このお菓子は、タルト・タタンと呼ばれるようになりまし
た※。こんな物語を知っていると、お菓子をいただく時間がもっと
楽しく豊かになります。シャンソンやお菓子…、日本にいながら、
フランスをいろいろな味わえる、素敵なことだと思います。
それを伝えてくれる人々にA Votre sante ！

パティスガストロノミー協会　　　　鈴木博士

※参考文献　大森由紀子先生著『フランス伝統的な焼き菓子』
　　　　　　　　　　　　　　『物語りのあるフンランス菓子』

ジャルダン・デテ（夏の庭） 
プレート 25cm   

9月の末までジャルダン・デテ（夏の庭）  プレート 25cm   
10,080円（税込）→ 15％ＯＦＦ ￥8,568

他のシリーズ（柄）のプレート 25cmも
15％ＯＦＦとなります！

※シリーズ（柄）によって商品金額がことなりますので、詳しくはお問い
合わせ下さい。

シャンソンとお菓子
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商品のご購入・お問い合わせは株式会社アクアメール
東京都港区赤坂 8-4-7   電話 03-5414-7187
http://www.aquamer.co.jp

文／渡辺敦子（（株）アクアメール）
フランスの美味しいものをお届けする㈱アクアメールの広報担当。

「パリをはじめ、ラ・マレルのバッグはヨーロッパで絶大な人気があります。
ロンドンでもアート感度が高いエリアのセレクトショップで目にしました。人
とは違う個性を大切にする方にはたまらないブランドですね。ジュートバッ
クのＭ，Ｌサイズはたっぷり収納できるので、エコバッグに、なにかと荷物
の多いママに、そしてお稽古用のサブバッグにと使い道いろいろです！」

パリ、オペラ座のすぐそばから伸びるキャプシーヌ大通りに音楽の殿堂オランピア劇場があります。夕暮れどき、すぐ隣の「カフェ・
オランピア」に座り、これから始まるコンサートを心待ちにしている人々の姿を眺めながら少し早いアペリティフを。有名な劇場
の隣だからでしょうか、カフェ・オランピアのメニューや壁には黒い音符が踊っています。劇場を思わせる赤がベースの落ち着
いた店内。ここは夜遅くまで賑わうんですよと飲み物を運んできたギャルソンが教えてくれました。きっと今夜もこのカフェに、たっ
た今味わった素晴しいショーの興奮と余韻を語り合う人々が集うのかもしれません。
　パリの空気を感じていたい、楽しいパリ旅行の余韻と思い出を長く味わいたいというのはきっ
と誰もが思うこと。フランス生まれの「ラ・マレル　エディション」のバッグやポーチ、キャリーバッ
グは持っているだけでフランスのアートな空気を感じることができます。パリの街角ではちょっとミ
ステリアスでキッチュな「ラ・マレル」のバッグを持つパリジェンヌをよく見かけます。デザイナー
のマドモアゼル・エロイーズが創り出す、個性的なラ・マレルのラインナップのほんの一部をご
紹介します。

「ラ・マレル」とは、フランスの子供たちが地面にチョークでマス目と数字を書いて遊ぶ“石け
り遊び”という意味。パリの舗道や公園で無邪気に楽しむ子供たちのように、人生に遊び心
を忘れないで！というフランスのエスプリがいっぱいのファッションブランドです。

vol.18
50 年近く演劇史上空前のロングラン公演を続ける劇場
ユシェット座 Théâtre de la Huchette

サンミッシェル広場そばにある、小さな劇場。イオネスコの２作品
禿の女歌手　La Cantatrice Chauve　ニコラ・バタイユ演出/ ジャック・ノエル美術/ 連日19：00 開演
授　業　La Leçon　マルセル・キュブリエ演出/ ジャック・ノエル美術/ 連日20：00 開演
が45 年間続いている。ソルボンヌ大学文明講座に通っていた人は課外授業でこの劇場に足を運んだこと
がある人も多いはず。私も…パリで初めて足を運んだ劇場がここ。クラスメイトとともに。 一生懸命理解し
ようとしてがんばった記憶が…。サンミッシェル広場のそばにあります。
観光のついでにふらりと寄ってみてはいかがですか？

パリ 
お宅
訪問

　フランスには独特の文化があり、食事やワイン、映
画などはすぐに思いつくと思いますが、それ以外に、
今回のテーマである“劇場での観劇”（少し硬い言い
方ですが）があります。なんと私はテアトルに実際に
見に行ったことは無いのですが、週末の夜、ニコニコ
と楽しそうに語らいながら、長い列を作って会場を待つ
人 と々いうのはサンジェルマン・デ・プレの街角などで
よく目にする光景でした。
　列に並びながら待ち合わせをしている人がいたり、
友人どうしでおどけて笑いあっていたり、なんともたのし
そうで、いかにもパリの週末だなーと言う感じです。
実際のライブを見てからでも、おいしいご飯を食べるレ
ストランもたくさんあり、夜遅くまでやっているので、終
わってからの楽しみもばっちりです。
ゆっくりと今見た感想を話し合いながら過ごす夜、傍ら
には、キャラフに入っているワイン。ああ、、うらやましい！！

佐藤陽一のワインなひと時
テアトルvol.18

MAXIVIN マクシヴァン 
〒 106-0032 港区六本木 7‐21‐22

TEL  03-5775-1073　FAX 03-5775-1074
昼　水曜日から土曜日 11:45 〜 14:00 L.O.
夜　月曜日から土曜日 18:00 〜 23:30 L.O.

定休日  日曜日
HP http://www.maxivin.com/

佐藤陽一　
1962 年大阪出身、料理人をめざし東京、横浜での調
理の修行後、渡仏。1987 年から 3 年間、フランスで
修行。世界最優秀ソムリエのフィリップ・フォール・ブラッ
ク氏の「ビストロ・デュ・ソムリエ」で研修した。帰国
後はエノテーカ・ピンキオーリ（銀座）、タイユバン・
ロビュション（恵比寿）オストラル（銀座）などのシェフ・
ソムリエを経て独立。ワインに限らず飲料全般をプロ
デュースするための会社“マクシヴァン”を設立。ワイ
ンスクールや各種イベントなどでのワインの講師の仕
事や、コンサルティングを行う。
2000 年ワイン・レストラン“マクシヴァン”をオープン。2005 年全日本最優秀ソ
ムリエ。2007 年第 12 回世界最優秀ソムリエコンクールスペイン大会日本代表。 

仏蘭西倶楽部 HP でも好評発売中
http://www.franceclub.jp/

パリとフランスの余韻をいつもそばに…

　　　　　ラ・マレルのバッグ。

■ユシェット座・Théâtre de la Huchette
ＴＥＬ　０１-４３-２６-３８-９９　ＦＡＸ　０１-４０-５１-７５-３４（日本語可）
２３、rue de la Huchette 75005 Paris

＊価格は税抜です。ジュートバッグとポーチのサイズはお問い合わせください。

シック・ポーチブルー
Ｓ 1,200 円／Ｍ 1,700 円／Ｌ1,950 円

キノコと蝶々 ジュートバック
Ｓ 4,000 円／Ｍ 5,000 円／Ｌ 5,800 円

旅行バッグピンク（キャンバス生地）
10,800 円
縦３５ｃｍ・横５０ｃｍ・マチ１５ｃｍ

エロイーズのショッピングカート（ジュート麻）
13,800 円

縦５５㎝・横３４㎝・マチ２４㎝



『ミーシャ―ホロコーストと白い狼』
ミーシャ デフォンスカ （原作）, 
株式会社ミュゼ（発行元）（1,500 円 + 税） 

ホロコーストを生き延びた少女の驚くべき物語。
ナチスに占領された戦禍のヨーロッパ。一人のユダヤ人

少女が両親を捜し求め 3000 マイ
ルに及ぶ過酷な旅に出る。生き残
るために狼の群れに入り、彼らの
一員となって。
思春期を迎えた少年、少女に、思
春期を迎えた子を持つ親たちに、
こんなに強く、生き延びた少女に
きっと生きる勇気をもらえます。

『ママンの味、マミーのおやつ』
文藝春秋刊　（1,542 円＋税）
大森由紀子著

わくわくする美味しさがぎゅっと詰まっ
た素敵なフランスを様々なメディアで
伝えてくださっているフランス菓子・料
理研究家の大森由紀子先生の最新本。
フランス留学時代の話や美味しいエピ
ソード満載の素敵なエッセー集。フラ
ンスがますます好きになる一冊です。

大森由紀子
フランス菓子 ･
料理研究家。
お菓子とフランス惣菜の
教室を主宰。伝統菓子や
料理に魅せられ、その文
化 的 背 景 と と も に TV、
雑誌、書籍をとおして紹
介している。常に進化す
るパリのお菓子屋さんも
まめにチェック。リッツ　エスコフィエ日本日
本窓口。ガレット・デ・ロワクラブ理事。パティ
スガストロノミー協会理事。（Quimper でフレン
チ掲載）ブログにて、18 世紀、王のパティシエ
だった。ストーレーという職人の物語を翻訳連
載中。http://ameblo.jp/omoriyukiko

速報 ! 2010 年特製カレンダー
先行予約受付開始
本誌表紙でおなじみのパリのカメラマン YOLLIKO さんの素敵な
写真でドキドキするフランステイスト満載の 2010 年版カレンダー
先行予約を一般販売に先駆けまして開始いたします。  
大変お得な先行予約です。この機会にぜひお申し込みください。

定価１,575 円→１,300 円（送料込み）
ポスタータイプとスケジュールタイプがダブルで
楽しめます。（B4 サイズ）

■ご注文・お問い合わせ
メール  france-club@cia.co.jp
TEL  03-5488-7781
FAX  03-5488-7783
お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス・
ご希望数をお知らせください。

■先行予約受付締め切り　９月３１日
※商品の発送は１０月半ばを予定しております。
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 ○c 仏蘭西倶楽部
本誌掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。

● 読者プレゼント応募方法
お名前、年齢、ご住所、電話番号、メールアドレス、
ご希望の商品を明記の上
＊メール france-club@cia.co.jp　
＊ハガキ
   〒 108-0074 東京都港区高輪 2-1-13-205
　   キャトルヴァンアン コーポレーション内
 　　    サリュ・ラ・フランス読者プレゼント係
へご応募ください。尚商品の発送をもって発表と
変えさせていただきます。

（2009 年 9 月30 日締め切り）

●編集後記　編集部のＳ子はパリ留学時代昼は大学、夜は毎晩劇場通い。
毎週５回はどこかの劇場に通っていたそうだ。つうか・・・勉強はいつしてたんだい！！おいおい

仏蘭西倶楽部会員募集中（年会費・会費無料）詳細は http://www.franceclub.jp/ にて

イングリット・フジコ・ヘミング ＆
                      フィリップ・ジャルスキー
2009年 10 月 31 日（土）、11 月 3 日（火・祝）
開演 14：00（13：15 開場） 　会場　東京芸術劇場 大ホール

    仏蘭西倶楽部セレクション

 サリュ・ラ・フランス 読者プレゼント

＊アクアメール株式会社 
　ラ・マレルの日本未発売ミニトートバッグ  3 名様

＊映画「幸せはシャンソニア劇場から」 
　オリジナルタオルハンカチ＆マスコミ用パンフレット  3 名様

＊  大森由紀子著『ママンの味、マミーのおやつ』  2 名様

フランスでしか販売していない丸底ミニトート。
縦１８ｃｍ×横１８ｃｍ、色は涼しげなブルー系

お誕生日おめでとう!!
仏蘭西倶楽部パリ支局のアイドル
ちから君（１７区在住）２歳になりました
　
パリのレストラン

“Epicure108”108 rue cardinet
75017（01-4763-5091）
で僕にあえるよ！

（日本人オーナーシェフの作る美味しい
お薦めレストランです）

■ 入 場 料
 S  席 12,000 円
 A  席  10,000 円
 B  席    8,000 円
 C  席    6,000 円
 SS 席 13,500 円
 （全席指定・税込）
 
■ 演奏曲目
 シューマン：
 歌曲集「詩人の恋」より
 リスト：ラ・カンパネラ
 
■ チケット問い合わせ
 サモンプロモーション
 TEL 0120-499-699
 （10:00 〜18:00）

イメージイメージ

イメージ


